LGB50021LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50022LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４２０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５００２１ＬＢ１

LGB50026LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００２２ＬＢ１

LGB50027LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５００２６ＬＢ１

LGB50034LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50036LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５００３４ＬＢ１

LGB50044LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50053LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００３６ＬＢ１

LGB50046LB1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５００５３ＬＢ１

LGB50038LB1.DXF

LGB50054LB1.DXF

LGB50048LB1.DXF

LGB50055LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５００５４ＬＢ１

パナソニック

ＬＧＢ５００２９ＬＢ１

LGB50040LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４３７ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００３２ＬＢ１

LGB50042LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５４６ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５００４０ＬＢ１

LGB50051LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０９２ｌｍ、消費電力１５．１Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００４２ＬＢ１

LGB50052LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４００ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５００５１ＬＢ１

LGB50056LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５００ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００５５ＬＢ１

LGB50032LB1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２６００ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２７２９ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００４８ＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５００２５ＬＢ１

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

ＬＧＢ５００２４ＬＢ１

LGB50029LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０９２ｌｍ、消費電力１６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２１８３ｌｍ、消費電力２７．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００４６ＬＢ１

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００３８ＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５２０ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０５０ｌｍ、消費電力１６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２７．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００２８ＬＢ１

LGB50025LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束８００ｌｍ、消費電力１３．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

LGB50028LB1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５００４４ＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５００２３ＬＢ１

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束８７３ｌｍ、消費電力１３．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１６３８ｌｍ、消費電力２１．７Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００２７ＬＢ１

LGB50024LB1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束８４０ｌｍ、消費電力１３．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５６０ｌｍ、消費電力２１．７Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６５５ｌｍ、消費電力１１．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６３０ｌｍ、消費電力１１．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
取付方向変更金具付、位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０４０ｌｍ、消費電力１５．１Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック

LGB50023LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５００５２ＬＢ１

LGB50057LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１５．１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６００ｌｍ、消費電力１１．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

ＬＧＢ５００５６ＬＢ１

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５００ｌｍ、消費電力２１．７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００５７ＬＢ１

LGB50058LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50059LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２０００ｌｍ、消費電力２７．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５００５８ＬＢ１

LGB50063LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００５９ＬＢ１

LGB50064LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５００６３ＬＢ１

LGB50068LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50069LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５００６８ＬＢ１

LGB50073LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50083LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００６９ＬＢ１

LGB50074LB1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５００８３ＬＢ１

LGB50070LB1.DXF

LGB50084LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５００８４ＬＢ１

ＬＧＢ５００６１ＬＢ１

LGB50066LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５００７０ＬＢ１

LGB50080LB1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５００６６ＬＢ１

LGB50071LB1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６６８ｌｍ、消費電力１９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００６７ＬＢ１

LGB50072LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＧＢ５００７１ＬＢ１

LGB50081LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３０２０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００７２ＬＢ１

LGB50082LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９００ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００８１ＬＢ１

LGB50086LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６８０ｌｍ、消費電力１８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００８５ＬＢ１

LGB50067LB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２１４０ｌｍ、消費電力２４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

LGB50085LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５００６２ＬＢ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１８１２ｌｍ、消費電力１９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００８０ＬＢ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３５ｌｍ、消費電力８．１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１８００ｌｍ、消費電力１８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２２４ｌｍ、消費電力２４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６７５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００７４ＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５５６ｌｍ、消費電力８．１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力１３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００６５ＬＢ１

LGB50062LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０００ｌｍ、消費電力１８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

LGB50065LB1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５００７３ＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５００６０ＬＢ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４１６ｌｍ、消費電力２４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２７８０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００６４ＬＢ１

LGB50061LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６０４ｌｍ、消費電力８．１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１２ｌｍ、消費電力１３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６０５ｌｍ、消費電力１９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５００ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２０８ｌｍ、消費電力１３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

LGB50060LB1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５００８２ＬＢ１

LGB50087LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３０００ｌｍ、消費電力２８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８４０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ３００タイプ

ＬＧＢ５００８６ＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２７００ｌｍ、消費電力２８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００８７ＬＢ１

LGB50088LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50089LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２５２０ｌｍ、消費電力２８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５００８８ＬＢ１

LGB50093LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５００８９ＬＢ１

LGB50094LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５００９３ＬＢ１

LGB50149LU1.DXF

LGB50260LE1.DXF

昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８１／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
６２００Ｋ：器具光束２３８０ｌｍ、消費電力３１．４Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ：器具光束２１６５ｌｍ、消費電力３７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー付、送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

ＬＧＢ５０１４９ＬＵ１

LGB50264LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０２６０ＬＥ１

LGB50265LE1.DXF

LGB50269LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４１６ｌｍ、消費電力１９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０２６９ＬＥ１

パナソニック

ＬＧＢ５０１４３ＬＵ１

LGB50261LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０２６１ＬＥ１

LGB50266LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０２７０ＬＥ１

パナソニック

昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８１／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
６２００Ｋ：器具光束１９００ｌｍ、消費電力２４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ：器具光束１７３０ｌｍ、消費電力２９．４Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー付、送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０１４７ＬＵ１

LGB50262LE1.DXF

LGB50263LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３５ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０２６２ＬＥ１

LGB50267LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２０８ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０２６３ＬＥ１

LGB50268LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６６８ｌｍ、消費電力１４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０２６７ＬＥ１

LGB50272LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２１４０ｌｍ、消費電力１９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０２７１ＬＥ１

LGB50147LU1.DXF

ＬＧＢ５０１４５ＬＵ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１８１２ｌｍ、消費電力１４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

LGB50271LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５００９２ＬＢ１

昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８１／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
６２００Ｋ：器具光束１４３０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ：器具光束１３００ｌｍ、消費電力２２．５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー付、送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０２６６ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０００ｌｍ、消費電力４７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２２４ｌｍ、消費電力１９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

ＬＧＢ５００９１ＬＢ１

LGB50145LU1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５５６ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
Ｌ３００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

LGB50270LE1.DXF

パナソニック

昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８１／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
６２００Ｋ：器具光束９５０ｌｍ、消費電力１２．２Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ：器具光束８６５ｌｍ、消費電力１４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー付、送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０２６５ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３３６０ｌｍ、消費電力３７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０２６４ＬＥ１

LGB50143LU1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６０４ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
Ｌ３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

パナソニック ＬＧＢ５００９０ＬＢ１

LGB50092LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６００ｌｍ、消費電力３７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２００ｌｍ、消費電力４７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５００９４ＬＢ１

LGB50091LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４０００ｌｍ、消費電力３７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５００ｌｍ、消費電力４７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

パナソニック

LGB50090LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０２６８ＬＥ１

LGB50273LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３０２０ｌｍ、消費電力２４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６０５ｌｍ、消費電力１４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ９００タイプ

ＬＧＢ５０２７２ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２７８０ｌｍ、消費電力２４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０２７３ＬＥ１

LGB50274LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50400KLB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６７５ｌｍ、消費電力２４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
送り用端子台付
Ｌ１５００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０２７４ＬＥ１

LGB50404KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

パナソニック ＬＧＢ５０４００ＫＬＢ１

LGB50405KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

ＬＧＢ５０４０４ＫＬＢ１

LGB50409KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

LGB50410KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

パナソニック ＬＧＢ５０４０９ＫＬＢ１

LGB50414KLB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０４１９ＫＬＢ１

LGB50411KLB1.DXF

ＬＧＢ５０４１５ＫＬＢ１

LGB50420KLB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０４２０ＫＬＢ１

ＬＧＢ５０４０２ＫＬＢ１

LGB50407KLB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０４１１ＫＬＢ１

LGB50416KLB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０４０７ＫＬＢ１

LGB50412KLB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０４２１ＫＬＢ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８６０ｌｍ、消費電力１０．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ５００タイプ

パナソニック

パナソニック

ＬＧＢ５０４０８ＫＬＢ１

LGB50413KLB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２２８ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ６５０タイプ

ＬＧＢ５０４１２ＫＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５０４１３ＫＬＢ１

LGB50417KLB1.DXF

LGB50418KLB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２８０ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ６５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ５０４１７ＫＬＢ１

LGB50422KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４１０ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ８００タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

LGB50408KLB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１３３０ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ６５０タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３００ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ６５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

LGB50421KLB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０４０３ＫＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９１８ｌｍ、消費電力１０．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ５００タイプ

ＬＥＤブラケット

パナソニック ＬＧＢ５０４１６ＫＬＢ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６０ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ３５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤブラケット

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４３０ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ８００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２１０ｌｍ、消費電力１０．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ５００タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３２５ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ６５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５７０ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ３５０タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０４０６ＫＬＢ１

LGB50403KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５２７ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ８００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０４１０ＫＬＢ１

LGB50415KLB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１５０ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ６５０タイプ

LGB50419KLB1.DXF

LGB50406KLB1.DXF

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤブラケット

ＬＧＢ５０４１４ＫＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５０４０１ＫＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２５ｌｍ、消費電力１０．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ５００タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０４０５ＫＬＢ１

LGB50402KLB1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６０９ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ３５０タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４０ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ３５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４５ｌｍ、消費電力１０．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ５００タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６７０ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ３５０タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５０ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ３５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

LGB50401KLB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６６０ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ８００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０４１８ＫＬＢ１

LGB50423KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３７５ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ８００タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ５０４２２ＫＬＢ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３５０ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ８００タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

ＬＧＢ５０４２３ＫＬＢ１

LGB50424KLB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50425KLB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０００ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ９５０タイプ

パナソニック

LGB50426KLB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１８３７ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ９５０タイプ

ＬＥＤブラケット

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１７２０ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ９５０タイプ

ＬＧＢ５０４２４ＫＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５０４２５ＫＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５０４２６ＫＬＢ１

LGB50429KLB1.DXF

LGB50430KLB1.DXF

LGB50431KLB1.DXF

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２５ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ９５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ５０４２９ＫＬＢ１

LGB50434KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６６０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ１２５０タイプ

LGB50435KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６０５ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ１２５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ５０４３４ＫＬＢ１

LGB50503KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

パナソニック

LGB50504KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

パナソニック ＬＧＢ５０５０３ＫＬＢ１

LGB50702LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０５０４ＫＬＢ１

LGB50703LE1.DXF

ＬＧＢ５０７０２ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０５００ＫＬＢ１

LGB50505KLB1.DXF

LGB50704LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０７０３ＬＥ１

パナソニック

ＬＧＢ５０４３２ＫＬＢ１

LGB50501KLB1.DXF

LGB50433KLB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６５５ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ１２５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

パナソニック ＬＧＢ５０５０１ＫＬＢ１

LGB50700LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２３５ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
美ルック、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ６５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０７００ＬＥ１

LGB50705LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０７０１ＬＥ１

LGB50710LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０５０２ＫＬＢ１

LGB50701LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

ＬＧＢ５０４３３ＫＬＢ１

LGB50502KLB1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２４０ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
美ルック、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ６５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

ＬＧＢ５０４２８ＫＬＢ１

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０７０４ＬＥ１

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２９０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ１２５０タイプ

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４７０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
美ルック、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ１２５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ５０５０５ＫＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５０ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ９５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

LGB50432KLB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２２５ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
美ルック、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ６５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４８０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
美ルック、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ１２５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

パナソニック ＬＧＢ５０４２７ＫＬＢ１

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

LGB50500KLB1.DXF
ＬＥＤブラケット

ＬＧＢ５０４３５ＫＬＢ１

ＬＥＤブラケット

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０４３１ＫＬＢ１

LGB50428KLB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９０ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ９５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４４６ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用、防滴型
カバー：プラスチック（乳白）
電源別置型、片面化粧配光
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
Ｌ１２５０タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５６５ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ１２５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４５５ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、防湿型・防滴型
美ルック、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
Ｌ１２５０タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０４３０ＫＬＢ１

LGB50427KLB1.DXF

ＬＧＢ５０７０５ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８２０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０７１０ＬＥ１

LGB50711LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50712LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０７１１ＬＥ１

LGB50720LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０７１２ＬＥ１

LGB50721LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０７２０ＬＥ１

LGB50725LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50730LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０７２５ＬＥ１

LGB50734LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50803LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０７３０ＬＥ１

LGB50735LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０８０３ＬＥ１

LGB50731LE1.DXF

LGB50804LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８０４ＬＥ１

LGB50723LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０７３１ＬＥ１

LGB50800LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０７２３ＬＥ１

LGB50732LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０７３２ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０７２４ＬＥ１

LGB50733LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１７３０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０７３３ＬＥ１

LGB50802LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

ＬＧＢ５０８０１ＬＥ１

LGB50806LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８０５ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２００ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

LGB50801LE1.DXF

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８０２ＬＥ１

LGB50807LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３８ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０７１５ＬＥ１

LGB50724LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

LGB50805LE1.DXF

パナソニック

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２８５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８００ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７３５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０７１４ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０７３５ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０７２２ＬＥ１

LGB50715LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

LGB50722LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０７３４ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０７１３ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１７３０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０７２１ＬＥ１

LGB50714LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８２０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２００ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７３５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２８５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

LGB50713LE1.DXF

ＬＧＢ５０８０６ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８０７ＬＥ１

LGB50808LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50810LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０８０８ＬＥ１

LGB50814LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８２０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８１０ＬＥ１

LGB50815LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

LGB50820LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50821LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０８２０ＬＥ１

LGB50825LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50831LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８２１ＬＥ１

LGB50826LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０８３１ＬＥ１

LGB50822LE1.DXF

LGB50832LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８３２ＬＥ１

ＬＧＢ５０８１２ＬＥ１

LGB50817LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８２２ＬＥ１

LGB50827LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０８１７ＬＥ１

LGB50823LE1.DXF

ＬＧＢ５０８２３ＬＥ１

LGB50828LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８１８ＬＥ１

LGB50824LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２００ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８２４ＬＥ１

LGB50830LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４７５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０８２８ＬＥ１

LGB50834LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１７３０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８３３ＬＥ１

LGB50818LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２８５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１７３０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８３０ＬＥ１

LGB50835LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０８１３ＬＥ１

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

LGB50833LE1.DXF

パナソニック

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８２７ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８２０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６７０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８２６ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７３５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８１６ＬＥ１

LGB50813LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

LGB50816LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０８２５ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０８１１ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２００ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０８１５ＬＥ１

LGB50812LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７３５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２８５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８１４ＬＥ１

LGB50811LE1.DXF

ＬＧＢ５０８３４ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８３５ＬＥ１

LGB50836LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50837LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０８３６ＬＥ１

LGB50852LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８３７ＬＥ１

LGB50853LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０８５２ＬＥ１

LGB50857LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50858LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０８５７ＬＥ１

LGB50863LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50868LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８５８ＬＥ１

LGB50864LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０８６８ＬＥ１

LGB50860LE1.DXF

ＬＧＢ５０８６４ＬＥ１

LGB50870LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８７０ＬＥ１

ＬＧＢ５０８５０ＬＥ１

LGB50855LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８６０ＬＥ１

LGB50865LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０８５５ＬＥ１

LGB50861LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３８ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８５６ＬＥ１

LGB50862LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＧＢ５０８６１ＬＥ１

LGB50866LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７３５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８６２ＬＥ１

LGB50867LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０８６６ＬＥ１

LGB50872LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２００ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８７１ＬＥ１

LGB50856LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７３５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

LGB50871LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８５１ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８６５ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２８５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８２０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８５４ＬＥ１

LGB50851LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

LGB50854LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８６３ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０８３８ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８２０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８５３ＬＥ１

LGB50850LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１９９０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

LGB50838LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８６７ＬＥ１

LGB50873LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

ＬＧＢ５０８７２ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２８５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８７３ＬＥ１

LGB50874LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50875LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１２００ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０８７４ＬＥ１

LGB50880LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８７５ＬＥ１

LGB50881LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０８８０ＬＥ１

LGB50885LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50886LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０８８５ＬＥ１

LGB50901LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50906LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８８６ＬＥ１

LGB50902LE1.DXF

ＬＧＢ５０９０６ＬＥ１

LGB50887LE1.DXF

LGB50907LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９０７ＬＥ１

ＬＧＢ５０８７７ＬＥ１

LGB50883LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８８７ＬＥ１

LGB50903LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０８８３ＬＥ１

LGB50888LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８８４ＬＥ１

LGB50900LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１９９０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０８８８ＬＥ１

LGB50904LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３８ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９００ＬＥ１

LGB50905LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９０４ＬＥ１

LGB50910LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９０８ＬＥ１

LGB50884LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

LGB50908LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０８７８ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１７３０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９０３ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４７５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９０２ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０８８２ＬＥ１

LGB50878LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

LGB50882LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９０１ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０８７６ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０８８１ＬＥ１

LGB50877LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６７０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１７３０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、両側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

LGB50876LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９０５ＬＥ１

LGB50911LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

ＬＧＢ５０９１０ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９１１ＬＥ１

LGB50912LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50913LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９１２ＬＥ１

LGB50917LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９１３ＬＥ１

LGB50918LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

LGB50923LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50924LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９２３ＬＥ１

LGB50928LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50934LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９２４ＬＥ１

LGB50930LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０９３４ＬＥ１

LGB50925LE1.DXF

LGB50935LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９３５ＬＥ１

ＬＧＢ５０９１５ＬＥ１

LGB50921LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９２５ＬＥ１

LGB50931LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０９２１ＬＥ１

LGB50926LE1.DXF

LGB50932LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９２２ＬＥ１

LGB50927LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

LGB50933LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１９９０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９３２ＬＥ１

LGB50937LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１４５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９３３ＬＥ１

LGB50938LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９２７ＬＥ１

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９３６ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４７５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９２６ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１４５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

ＬＧＢ５０９１６ＬＥ１

LGB50922LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８３５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

LGB50936LE1.DXF

パナソニック

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９３１ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９３０ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６７０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９２０ＬＥ１

LGB50916LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

LGB50920LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９２８ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０９１４ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９１８ＬＥ１

LGB50915LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８３５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９１７ＬＥ１

LGB50914LE1.DXF

ＬＧＢ５０９３７ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９３８ＬＥ１

LGB50950LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50951LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３８ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９５０ＬＥ１

LGB50955LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９５１ＬＥ１

LGB50956LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９５５ＬＥ１

LGB50961LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50962LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９６１ＬＥ１

LGB50966LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９６２ＬＥ１

LGB50967LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

LGB50972LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９７２ＬＥ１

LGB50963LE1.DXF

ＬＧＢ５０９６７ＬＥ１

LGB50973LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９７３ＬＥ１

ＬＧＢ５０９５３ＬＥ１

LGB50958LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９６３ＬＥ１

LGB50968LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０９５８ＬＥ１

LGB50964LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９６０ＬＥ１

LGB50965LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＧＢ５０９６４ＬＥ１

LGB50970LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９６５ＬＥ１

LGB50971LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６７０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９７０ＬＥ１

LGB50975LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９７４ＬＥ１

LGB50960LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

LGB50974LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９５４ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９６８ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８３５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９５７ＬＥ１

LGB50954LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４７５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

LGB50957LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９６６ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０９５２ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９５６ＬＥ１

LGB50953LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

LGB50952LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９７１ＬＥ１

LGB50976LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９７５ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８３５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９７６ＬＥ１

LGB50977LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50978LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９７７ＬＥ１

LGB50983LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＧＢ５０９８３ＬＥ１

ＬＥＤ建築化照明

LGB50984LE1.DXF

パナソニック

LGB51806LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０９８８ＬＥ１

LGB51817LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB51836LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５１８０６ＬＥ１

LGB51818LE1.DXF

ＬＧＢ５１８３６ＬＥ１

LGB51807LE1.DXF

LGB51837LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５１８３７ＬＥ１

ＬＧＢ５０９８１ＬＥ１

LGB50986LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５１８０７ＬＥ１

LGB51826LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０９８６ＬＥ１

LGB51808LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９８７ＬＥ１

LGB51816LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＧＢ５１８０８ＬＥ１

LGB51827LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１８１６ＬＥ１

LGB51828LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５１８２７ＬＥ１

LGB51856LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１９９０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１８３８ＬＥ１

LGB50987LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６７０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

LGB51838LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０９８２ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１４５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５１８２６ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１９９０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１８１８ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０９８５ＬＥ１

LGB50982LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

LGB50985LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５１８１７ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５０９８０ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３８ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０９８４ＬＥ１

LGB50981LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０９７８ＬＥ１

ＬＥＤ建築化照明

LGB50988LE1.DXF

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１４５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

LGB50980LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５１８２８ＬＥ１

LGB51857LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５３８ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４７５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

ＬＧＢ５１８５６ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１８５７ＬＥ１

LGB51858LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB51866LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５１８５８ＬＥ１

LGB51877LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５１８６６ＬＥ１

LGB51878LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５１８７７ＬＥ１

LGB51903LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB51904LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５１９０３ＬＥ１

LGB51915LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB51934LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５１９０４ＬＥ１

LGB51923LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５１９３４ＬＥ１

LGB51905LE1.DXF

LGB51935LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５１９３５ＬＥ１

ＬＧＢ５１８６８ＬＥ１

LGB51887LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５１９０５ＬＥ１

LGB51924LE1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５１８８７ＬＥ１

LGB51913LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１９９０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１８８８ＬＥ１

LGB51914LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＧＢ５１９１３ＬＥ１

LGB51925LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９１４ＬＥ１

LGB51933LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５１９２５ＬＥ１

LGB51954LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９５３ＬＥ１

LGB51888LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

LGB51953LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５１８７６ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５１９２４ＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１６７０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８３５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１０００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９２３ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９８５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１８８６ＬＥ１

LGB51876LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

LGB51886LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５１９１５ＬＥ１

パナソニック ＬＧＢ５１８６７ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ７００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５１８７８ＬＥ１

LGB51868LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１４７５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ４００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１１０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、片側化粧配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

LGB51867LE1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５１９３３ＬＥ１

LGB51955LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２４５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１４５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１３００タイプ

ＬＧＢ５１９５４ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３５ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ３００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９５５ＬＥ１

LGB51963LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB51964LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５１９６３ＬＥ１

LGB51975LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９６４ＬＥ１

LGB51983LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

ＬＧＢ５１９７５ＬＥ１

LGB51965LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９６５ＬＥ１

LGB51984LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１４５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９８３ＬＥ１

LGB51973LE1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８３５ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５１９７３ＬＥ１
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ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０７０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９８４ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０２５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

LGB51974LE1.DXF

ＬＧＢ５１９８５ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力１６．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ、グレアレス配光
カバー：プラスチック（乳白）
送り用コネクタ付
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５１９７４ＬＥ１

